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議事日程（第１号）  

平成 29年６月 13日  

開   会   午前９時 30分  

日程第１   会議録署名議員の指名  

日程第２   会期の決定  

日程第３   諸般の報告  

日程第４   市長の行政報告  

日程第５   議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市国民健康保険税条例の一部改正）  

日程第６   議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部改正）  

日程第７   議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市税条例の一部改正）  

日程第８   議案第 32号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第９   議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 28年度岩出市一般会計補正予算第６号）  

日程第 10  議案第 34号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 28年度岩出市国民健康保 険特別会計補正予算第 ４ 

             号）  

日程第 11  議案第 35号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 28年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号）  

日程第 12  議案第 36号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 28年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号）  

日程第 13  議案第 37号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 28年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）  

日程第 14  議案第 38号  平成 29年度岩出市一般会計補正予算（第１号）  

日程第 15  議案第 39号  平成 29年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

日程第 16  議案第 40号  平成 29年度岩出市下水道事業特別会計補正予算（第１号）  

日程第 17  議案第 41号  平成 29年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）  

日程第 18  議案第 42号  市道路線の認定について  

日程第 19  議案第 43号  動産の取得について  
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日程第 20  議案第 44号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれら  

            に準ずる者とすることに関する同意について  
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                  開会             （９時 30分）  

○吉本議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、平成 29年第２岩出市議会定例会を開会いたします。  

  これより本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、市長の行政報

告、議案第 29号から議案第 44号までの議案 16件につきましては、提案理由の説明で

す。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  会議録署名議員の指名  

○吉本議長  日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 81条の規定により、田畑昭二議員及び

福岡進二議員の両名を指名いたします。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  会期の決定  

○吉本議長  日程第２  会期の決定を議題といたします。  

  お諮りいたします。  

  本定例会の会期は、本日から６月 30日までの 18日間とすることにご異議ありませ

んか。  

（「異議なし」の声あり）  

○吉本議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、本定例会の会期は、本日から６月 30日までの 18日間と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第３  諸般の報告  

○吉本議長  日程第３  諸般の報告を行います。  

  ５月 12日に開催された平成 29年度和歌山県市議会議長会第１回総会において、永

年在職議員表彰が行われ、本市議会においては、山本重信議員が 10年在職一般表彰

を受けました。  

  また、５月 24日に開催された全国市議会議長会第 93回定期総会において、永年在

職議員表彰が行われ、本市議会においては、松下  元議員が 15年在職一般表彰を受

けましたので、ご報告いたします。  

  両議員、まことにおめでとうございます。これまでの議員活動に対し敬意を表し
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ますとともに、今後も市政発展のため、ご活躍を賜りますようお願い申し上げます。  

  次に、本定例会に説明員としての出席者の職、氏名は、配付の写しのとおりであ

ります。  

  次に、本定例会に市長から提出のありました議案等は、配付のとおり議案 16件と

報告３件であります。  

  次に、平成 29年第１回定例会から平成 29年第２回定例会までの会務の概要は、配

付の議長報告書のとおりであります。  

  次に、平成 29年度市議会議長会関係について、事務局から報告させます。  

○事務局  市議会議長会関係について、報告いたします。  

  平成 29年４月 19日水曜日、大阪市のシティプラザ大阪で、第 82回近畿市議会議長

会定期総会が開催され、議長が出席いたしました。  

  主な内容は、開会式に引き続き、平成 28年度近畿市議会議長会会務報告、平成 27

年度近畿市議会議長会会計歳入歳出決算、平成 28年度近畿市議会議長会会計の出納

検査結果報告、支部提出議案３件の審議、会長提出議案の平成 29年度近畿市議会議

長会会計予算の審議、役員の選任が行われ、当市は近畿市議会議長会理事及び全国

市議会議長会評議員並びに建設運輸委員に選任されました。  

  その後、新旧役員代表挨拶が行われ、最後に、次期近畿市議会議長会定期総会の

開催市である京都府城陽市議会議長の挨拶が行われ、第 82回近畿市議会議長回定期

総会が終了されました。  

  定期総会終了後、読売テレビ放送報道局解説委員の高岡達之氏を講師に招き、

「ニュースの裏側からキーワードで日本の今後を読む」と題して、研修会が開催さ

れました。  

  次に、平成 29年５月 12日金曜日、御坊市の花ご坊で平成 29年度和歌山県市議会議

長会第１回総会が開催され、正副議長が出席いたしました。  

  主な内容は、開会式、議員表彰式に引き続き、平成 29年２月６日から平成 29年５

月 11日までの会務報告、平成 28年度和歌山県市議会議長会会計決算及び平成 29年度

和歌山県市議会議長会会計予算の審議を行いました。  

  その後、協議事項では、次期総会開催市と日程について協議を行い、和歌山市で

10月 30日月曜日に開催することを決定し、平成 29年度和歌山県市議会議長会第１回

総会が閉会されました。  

  次に、平成 29年５月 24日水曜日、東京都千代田区の東京国際フォーラムで全国市

議会議長会第 93回定期総会が開催され、議長が出席いたしました。  
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  主な内容は、開会式、会長選任、表彰式に引き続きまして、平成 28年５月１日か

ら平成 29年４月 30日までの全国市議会議長会の会務報告、平成 27年度全国市議会議

長会各会計決算及び平成 29年度全国市議会議長会各会計予算の審議、各委員会委員

長報告、部会提出議案 27件及び会長提出議案４件の審議、部会等推薦役員の選任、

顧問・相談役員の委嘱、閉会式にて感謝状の贈呈が行われ、全国市議会議長会第 93

回定期総会が閉会されました  

  総会終了後、各委員会合同会議が開催され、当市は建設運輸委員会に出席し、正

副委員長が選出され、その後、事業の概要説明がありました。  

  以上です。  

○吉本議長  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第４  市長の行政報告  

○吉本議長  日程第４  市長の行政報告を行います。  

  市長。  

○中芝市長  皆さん、おはようございます。  

  汗ばむ陽気に、早くも夏を感じる季節となりました。議員の皆様には、ますます

ご健勝にてご活躍のこととお喜びを申し上げます。  

  また、平素は、岩出市発展のため、市行政全般にわたり、種々格別のご支援、ご

協力を賜り、深く感謝を申し上げます。  

  さて、本日、平成 29年第２回岩出市議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位のご出席をいただき、開会できますことに深く感謝申し上げます。  

  本会議の開会に当たり、当面の市行政についてご報告申し上げます。  

  まず初めに、市政懇談会についてでありますが、今年度も区・自治会長会との共

催により、７月１日から７月 29日までの間、市内 18会場で実施をいたします。議員

各位のご協力をよろしくお願い申し上げます。  

  次に、「クリーン缶トリー運動イン岩出」についてでありますが、この運動は、

市民の方々に美化意識の向上と生活環境の保全に対する認識を深めていただくこと

を目的に、毎年開催しており、第 26回目となる本年度も、河川愛護月間中の７月９

日、日曜日に開催することとし、現在準備を進めているところであります。  

  当日は、市内５カ所で一斉開催するとともに、他の地域においても自主的に美化

運動に取り組んでいただくことにより、市民が一体となって、「ごみのないまち・

きれいなまち・美しいふるさとづくり」を目指して、活動する機会として実施した
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いと考えております。多くの方々にご参加いただけるよう、周知啓発に努めてまい

りますので、議員各位におかれましてもご参加のほど、よろしくお願い申し上げま

す。  

  次に、浸水対策についてでありますが、山崎地区の対策について、国土交通省が

実施している紀の川狭窄部対策事業とあわせて、浸水被害の解消・軽減を図るため、

平成 28年 10月から工事着手していました排水ポンプ設置工事が６月 10日に完了いた

しました。今後も、市内の浸水対策については、国や県と連携し、重点的に取り組

んでまいります。  

  次に、根来寺周辺観光促進事業についてでありますが、ねごろ歴史の丘を道の駅

として登録を受けるべく協議を進めてきたところ、去る４月 21日に、道の駅として

認定されました。現状においても、道の駅として最低限必要な施設は備えているこ

とから、既に道の駅の形態をとって、トイレ及び駐車場は 24時間開放しております

が、さらなる道の駅機能の強化のため、新たに団体客向けトイレ、案内休憩施設、

物産販売所などを備えた施設の建設を行い、年内に改めてグランドオープンしたい

と考えています。  

  次に、いわで夏まつりについてでありますが、去る５月 30日に開催された実行委

員会におきまして、今年度も８月最終土曜日の 26日に開催することが決定されまし

た。いわで夏まつりは、夏休み最後の花火大会として、市民のみならず近隣市町か

らの来場者が多くなっており、「活力あふれるまち  ふれあいのまち  岩出」をＰ

Ｒできる絶好の機会と捉えていますが、一方で、雑踏事故や駐車場不足による交通

渋滞が懸念されることから、今後、より一層の安全確保、円滑な開催に留意してま

いります。  

  次に、教育関係についてでありますが、教育委員会では、今年度の重点目標とし

て、「確かな学力の育成と文化・スポーツの振興」の達成に向け、関係機関との連

携をより密にしながら取り組んでいるところです。  

  学校教育では、４月 18日に全国学力・学習状況調査及び岩出市学力テストが実施

されました。各学校においては、学力調査から見えてきた課題や成果等を分析・検

証し、さらなる授業改善や補充学習に取り組むなど、児童生徒に基礎学力を身につ

けさせるためのＰＤＣＡサイクルを確立させてまいります。  

  生涯学習分野では、生涯スポーツの推進の一環として、市民プールの新設計画に

取り組んでいます。４月から簡易設計を行い、平成 30年７月のオープンに向け、本

定例会に設計監理委託料の補正予算を上程していますので、慎重審議の上、ご承認
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くださいますようお願いいたします。  

  また、岩出図書館では、平成 29年５月 14日に入館者 200万人を達成し、同日、記

念セレモニーを開催いたしました。今後も、市民のニーズを的確に把握し、多くの

皆様に親しんでいただける図書館運営を進めてまいります。  

  以上、諸般にわたり報告させていただきましたが、これらの施策を推進するに当

たり、積極的に取り組み、市政の発展に努めてまいりますので、議員各位のご理解、

ご支援をお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。  

○吉本議長  以上で、市長の行政報告を終わります。  

  市長の行政報告につきましては、会議終了後、その写しを全議員に配付させてい

ただきます。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第５  議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市国民健  

        康保険税条例の一部改正）～  

   日程第 20 議案第 44号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこ  

        れらに準ずる者とすることに関する同意について  

○吉本議長  日程第５  議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市

国民健康保険税条例の一部改正）の件から日程第 20 議案第 44号  岩出市農業委員

会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることに関する同意につ

いての件までの議案 16件を一括議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  ただいま議題となりました諸議案について、ご説明申し上げます。  

  今回、ご審議をお願いする案件につきましては、専決処分の承認を求める案件が

９件、平成 29年度補正予算案件が４件、市道路線の認定案件が１件、動産の取得案

件が１件、農業委員会委員関係の同意についての案件が１件の計 16件であります。  

  まず初めに、専決処分の承認を求める案件についてご説明いたします。  

  議案第 29号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方税法施

行令等の一部改正に伴い、改正を要したものであります。  

  次に、議案第 30号  岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきまして

は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、改正

を要したものであります。  

  次に、議案第 31号  岩出市税条例の一部改正及び議案第 32号  岩出市都市計画税
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条例の一部改正につきましては、いずれも地方税法等の一部改正に伴い、改正を要

したものであります。  

  次に、議案第 33号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算第６号についてでありま

すが、既決の予算の総額に１億 4,095万 3,000円を追加し、補正後の予算の総額を

168億 3,257万 2,000円としたものであります。  

  主な内容は、歳入では、歳入実績による地方譲与税、配当割交付金、株式等譲渡

所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び地方交付税の補正のほ

か、各事務事業費の精算及び交付決定等による事業財源等について、また、歳出で

は、各事務事業費の精算のほか、入札等による請負及び購入差額、介護保険特別会

計、国民健康保険特別会計及び下水道事業特別会計への繰出金及び決算収支見込み

による基金積立金等について補正するものであります。  

  なお、繰越明許費補正については、繰り越すべき事業経費の変更によるものであ

ります。  

  次に、議案第 34号  平成 28年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第４号につ

いてでありますが、既決の予算の総額に 7,391万 7,000円を追加し、補正後の予算の

総額を 67億 8,659万 1,000円としたものです。  

  主な内容は、歳入では、療養給付費等国庫負担金の確定のほか、国・県普通調整

交付金、国・県特別調整交付金、前期高齢者交付金、保険基盤安定繰入金、財政安

定化支援事業繰入金及びその他一般会計繰入金並びに一般被保険者に係る延滞金及

び第三者返納金の増額について、また、歳出では、一般被保険者に係る療養給付費、

療養費及び高額療養費の確定のほか、一般会計繰出金について補正するものであり

ます。  

  次に、議案第 35号  平成 28年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号について

でありますが、既決の予算の総額から 4,078万 4,000円を減額し、補正後の予算の総

額を 28億 8,054万 9,000円としたものであります。  

  主な内容は、歳入では、介護給付費、地域支援事業費に係る国・県支出金及び支

払基金交付金並びに市繰入金のほか、雑入について、また、歳出では、地域密着型

介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、介護予防サービス給付費、地域密

着型介護予防サービス給付費、介護予防サービス計画給付費及び特定入所者介護サ

ービス費の減額について、また、地域支援事業費では、介護予防ケアマネジメント

事業費及び任意事業費の減額について補正するものであります。  

  次に、議案第 36号  平成 28年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号につい
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てでありますが、既決の予算の総額から１億 1,678万 2,000円を減額し、補正後の予

算の総額を 26億 1,669万 1,000円としたものであります。  

  主な内容は、歳入では、受益者分担金、受益者負担金、消費税還付金、下水道事

業債の確定及びそれらに伴う一般会計繰入金について、また、歳出では、修繕料、

委託料、工事請負費、用地購入費、水洗化助成金、補償費及び紀の川中流流域下水

道（那賀処理区）建設負担金のほか、借入額、利子の確定による下水道事業債の元

金償還金及び償還金利子について補正するものであります。地方債については、下

水道事業債の決定に伴う起債金額の変更により補正するものであります。  

  次に、議案第 37号  平成 28年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号について

でありますが、既決の予算の総額から 283万 4,000円を減額し、補正後の予算の総額

を 3,434万 2,000円としたものであります。  

  その内容は、墓地使用申込件数が当初見込み数を下回ったため、補正するもので

あります。  

  続いて、平成 29年度補正予算案件についてご説明いたします。  

 議案第 38号  平成 29年度岩出市一般会計補正予算（第１号）についてでありますが、

既決の予算の総額に 6,755万 6,000円を追加し、補正後の予算の総額を 152億 8,255万

6,000円とするものであります。  

  主な内容は、歳入では、事業費に伴う国庫支出金の事業財源のほか、事業採択及

び人事異動等による諸収入について、また、歳出では、人事異動等による人件費の

ほか、コミュニティ助成事業補助金、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保

険適用拡大による社会保険料、財務書類作成支援業務委託料、子ども医療扶助事業

に係る事務費、介護保険特別会計繰出金、高等職業訓練促進給付金、下水道事業特

別会計繰出金及び市民プール建設事業に係る設計監理委託料等について補正するも

のであります。  

  次に、議案第 39号  平成 29度岩出市介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

てでありますが、既決の予算の総額に 19万 5,000円を追加し、補正後の予算の総額

を 29億 6,559万 7,000円とするものであります。  

  主な内容は、歳入では、地域支援事業費に係る国・県支出金、市繰入金及び介護

給付費準備基金繰入金について、また、歳出では、生活支援コーディネータ一社会

保険料、共済組合負担金及び共済組合事務費負担金について補正するものでありま

す。  

  次に、議案第 40号  平成 29年度岩出市下水道事業特別会計補正予算（第１号）に
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ついてでありますが、既決の予算の総額に 721万 8,000円を追加し、補正後の予算の

総額を 27億 9,476万 2,000円とするものです。  

  主な内容は、歳入では、歳出の補正に伴う一般会計繰入金について、また、歳出

では、人事異動等に伴う人件費について補正するものであります。  

  次に、議案第 41号  平成 29年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）について

でありますが、既決の収益的支出予算の総額から 244万 5,000円を減額し、補正後の

予算の総額を 19億 5,970万 3,000円とするものであります。  

  主な内容は、収益的支出において、人事異動等による人件費について補正するも

のであります。  

  次に、議案第 42号  市道路線の認定についてでありますが、開発行為等による帰

属道路等 13路線を市道認定するため、道路法第８条第２項の規定により議会の議決

を求めるものであります。  

  次に、議案第 43号  動産の取得についてでありますが、消防団の防火・防災能力

向上を目的とした消防団貸与車両購入について、予定価格が 2,000万円以上である

ことから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により議会の議決を求めるものであります。  

  次に、議案第 44号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに

準ずる者とすることに関する同意についてでありますが、認定農業者等が委員の過

半数を占めることを要しない場合において、農業委員会等に関する法律施行規則第

２条第１号の規定により認定農業者に準ずる者の割合を過半数としたいので、議会

の同意を求めるものであります。  

  以上、各議案についてご説明いたしましたが、いずれも重要案件でございますの

で、慎重、審議をいただき、ご承認賜りますようよろしくお願いをいたします。  

○吉本議長  これで、市長の提案理由の説明を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○吉本議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  

  お諮りいたします。  

  次の会議を６月 19日月曜日、午前９時 30分から開くことにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○吉本議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を６月 19日月曜日、午前９時 30分から開くことに決しました。  

  本日は、これにて散会いたします。  
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  どうもご苦労さまでした。  

                  散会             （ 10時 00分）  

 


